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要約 

本稿では、育児休業取得率を制度の見直しにより上昇させることで、日本の合計特殊出

生率を引き上げるための政策提言を行う。 

現在、日本では少子高齢化が深刻な問題となり、日本の人口は本格的に減少をし始めて

いる。その背景として、高度経済成長期には 2を上回っていた合計特殊出生率が長期的に

減少傾向にあり、近年では世界的に見ても低い水準での推移を示していることが問題とし

て挙げられる。結婚をしない限り子どもを産まない傾向の強い日本では少子化は主に結婚

パターンの変化によって起こり、未婚化・晩婚化などがその原因として考えられる。更に

夫婦あたりの出生数の低下傾向が加わり深刻な出生率低下につながっている。出生率の変

化には高学歴化や雇用労働力化といった女性の社会経済的地位の変化が密接に関わってお

り、これが結婚・出産に関わる女性の機会コストを押し上げ、既婚女性割合の低下を引き

起こしているといえる。 

しかし女性の雇用労働力化の増加は、1970年代までは日本をはじめとする先進諸国にお

いて出生率の減少をもたらす傾向にあったが、80年代半ば頃からその負の相関は見られな

くなり、90年代以降は女性の社会的地位が高い国ほど出生率も高いという従来とは逆転し

た状況が出現している。この相関の逆転は出産・育児の選択に対する女性の機会コストの

増加をそれらの国々が軽減することにより起こったものと思われる。そこで大きな要因と

なったのは多くの先進諸国の家族政策の柱である出産・育児の両立のための経済政策支援

であった。つまり女性が育児に不安を抱くことのない社会進出を促すような政策によって

合計特殊出生率を引き上げることができるのである。 

育児を見越した女性の社会進出を妨げる原因は、出生選択と就業選択間におけるトレー

ドオフの関係が日本においては他の先進国に比べ強い傾向があるということが考えられ

る。30-34歳ごろの出生選択の時期に差し掛かると日本や韓国のように合計特殊出生率の

低い国では女性の労働力率が減少する傾向が見られる。このことから、女性の出生選択と

就業選択を両立して取りやすい社会をつくることが日本の合計特殊出生率引き上げること

につながるといえる。 

出生と就業の両立を困難にしている要因としては、育児責任を担う役割を女性に期待す

る社会の意識があり、女性がそれを受け入れてしまっていることが考えられる。確かに従
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来に比べ、男性・女性共に様々な形で私生活と仕事を両立する意向が高まってきている。

しかし、男女の役割意識が社会的に根強く残っていることが職場の雰囲気などの環境に影

響を与え、出産・育児を選択する女性は就業を継続する意思が実現しにくい現状につなが

っている。女性が出産・育児を経ても就業継続するためには、男性のより積極的な育児参

加が必要である。 

そしてわが国の男性の育児参加を考えるにあたって着目すべき点は、諸外国に比べ男性

の育児休業取得率が極端に低いことである。しかし、これは男性に取得意思がなく取得率

が低くなっているのではない。実際は男性の過半数が取得を希望していることがアンケー

トによる育児休業取得意向調査の結果により明らかである。また厚生労働省の行ったアン

ケート結果より、育児休業を取得できない理由において、会社・職場の環境による理由が

非常に多いことが分かる。これは、育児休業は女性が取るものという性別役割意識が企業

の中に深く残っており、それによって男性が育児休業の取得しづらい環境が形成されてい

ると考えられる。そこで社会的風習を改善させるため制度による強制力が必要であると考

え、男性が育児休業をとることのインセンティブづくりに加え、企業への強制力を含む政

策を考察することとなる。なお上記のアンケート調査によって、取得した休業期間が長期

になるとそれに伴い就業復帰が難しくなることがわかる。 

また、先行研究に見られる消費と子どもの数に依存する効用関数から、出産・育児を選

択する際に発生する機会費用の減少が、出生選択に対しプラスの影響を与えることが明ら

かとなっている。すなわち、給付によって通常は機会費用となる育児時間に損失する賃金

の一定割合を取り戻すことのできる育児休業の取得は育児の機会費用を補填する側面を持

つため、各主体をより多く子どもを出生させる意思決定へ導く効果があるといえる。 

そこで、育児休業の男性取得率上昇が合計特殊出生率の上昇につながるという仮説の実

証を試みた。SSJDAアンケート調査の個表データを基にして 2種類の分析を行った。1つ

目は、男性の育児参加度合いの上昇がその家庭内での出生数の増加に寄与するかどうか、

順序プロビットモデルを用いて分析した。2つ目の分析としては、男性が家事により積極

的に参加することによってその家庭における第 2子以降の子どもの出生率に正の影響をも

たらすかどうかプロビットモデルにより検証した。この 2つの実証分析から男性の育児休

業取得を促す政策を打ち出すことで合計特殊出生率を上昇させることができるといえる。 

以上の論を踏まえ、主に男性に焦点を当てた育児休業促進政策を提言する。まず、従来

の夫婦単位ではなく男女別に育児休業期間を設定するというノルウェーのパパ・クオータ
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ー制度の導入である。これは、男女それぞれに独立して休業の機会が割り当てられること

によって、機会損失を回避しようとするインセンティブを生み出し、男性にも育児休業を

取得させようとする政策である。次に、休業期間のブランクによるスキル消失を防ぎキャ

リア形成を妨げにくい育児休業制度の確立としての休業のタイムシフト制度の実施であ

る。これは、前述の通り休業の長期化は復職及びその後の就業においてネガティブな影響

を与えることが分かっているため、短期間の休業を繰り返し取得することにより就業と育

児の両立を図ることを援助するものである。更に、企業が育児休業について被雇用者に対

し告知を行うことを義務付ける。これは、休業の制度に対する認知度が低いことが男性の

休業取得率の低さにつながっていると考えられるためである。そして最後に、法定取得率

と法定継続率の設定である。これは、各企業に対し男性育児休業の取得率や、女性の第一

子出産後の継続就業率に応じて納付金や支給金を割り当てることによって、企業側に両立

支援制度の環境整えるインセンティブを与え、男性の育児休業取得と女性の出産後の継続

就業者の増加を促す。 

以上を本稿における政策提言とする。 
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はじめに 

 現代の日本が抱える社会問題の一つに、少子化問題がある。日本の総人口は年々減少傾

向にあり、総人口は、2030 年の 1億 1,662万人を経て、2048年には 1億人を割って 9,913

万人となり、2060年には 8,674万人になると言われている1。 

 この少子化問題において、原因の一つと言われているのが女性の社会進出である。女性

が社会進出したことにより、仕事と育児の両立が困難になってしまい、それが原因で出産

に対するインセンティブが欠如してしまっている。また、「男性は仕事、女性は家庭」と

いった性別役割分業意識が強い社会において、男性が育児に参加し、女性を手助けすると

いう意識が低いことも、女性が社会進出したことによる出生率低下の改善を妨げている原

因だと考えられる。 

そのことを踏まえ、我々は、日本が抱える少子化問題において、育児休業制度が強化さ

れることによって、育児と仕事を両立させたい女性、また、育児を女性だけに負担させる

のではなく、積極的に関わりたいと思っている男性にとって仕事と生活の調和（ワークラ

イフバランス）を実現出来るのではないかと考えた。育児休業制度は、厚生労働省が子育

て支援において施行している制度である。日本において、この制度は改正が何度も繰り返

され、政府も力を入れているように考えられるが、他国の育児休業制度と見比べても、ま

だまだ改善の余地がある。それに加え、日本において女性の育児休業制度取得率は 80%以

上と高いが、男性の取得率は 1.2%とごく僅かである。この点にも着目し、男女共に育児休

業制度を取得しやすい環境を整え、育児への参加を促すことの出来る両立支援政策を行え

ば、男女共にワークライフバランスのとれる環境が出産に対するインセンティブに繋が

り、合計特殊出生率を上昇させることが出来るのではないか。 

本稿の構成は以下の通りである。第１章では、問題意識として少子高齢化とその影響、

出生率と女性の社会進出、性別役割分業の意識の 3点について述べ、日本の大きな問題で

ある少子高齢化が、今後どのように日本の経済に影響を与えてくるのかを明らかにする。

第 2章では、現状分析ということで男性の意識、男性の育児参加意向と現状について、第

3 章では、現行の育児休業制度とその問題点、企業に残る性別分担意識について述べる。

第 4章では、先行研究として、女性の就業と出生率の関係、日本における子育ての現状の

                                                   
1総務省 HP「平成 24 年版 情報通信白書」より 
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研究、男性の育児に対する意識と育児参加の研究、男性の育児休業・女性の就業継続と企

業についての研究、そして先行研究と本稿の位置づけについて述べる。第 5章では、男性

の育児参加及び育児休業が出生率に正の影響を与えるかの実証分析とその結果について述

べる。そして最後に第 6章では、前章までの議論を受けての政策提言を行う。 
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第 1 章 問題意識 

 本章では、日本が現在直面している少子高齢化が、国や我々にどのような影響を及ぼす

ものなのかについて述べる。また、少子化がなぜ引き起こされているのかを明記し、我々

の政策提言までの第一歩とする。 

第 1節 進んでいく少子高齢化とその影響 

日本の合計特殊出生率は、1971年から 1974年に起こった第二次ベビーブームを境に

年々減少していくようになり、1989年には丙午の年である 1966年の 1.58％を下回る

1.57％の合計特殊出生率を記録し、2005年には過去最低となる 1.26％を記録した。それ

以降はこの値を下回らず、増加の傾向にはあるがその増加量も微々たるものである。 

この合計特殊出生率の大幅な低下が続いたことにより、日本の総人口は近年減少傾向で

あり、さらには団塊世代が高齢者年齢2へ移ったことで日本は超少子高齢化社会へと突入し

た。図 1－1から図 1－3は人口ピラミッドの推移であり、2060年には高齢者層が増大、全

体の人口の急激に減少した壷型の人口ピラミッドが見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 高齢者年齢とは 65 歳以上の年齢の人口層である。 
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図 1－1、1－2、1－2 日本の総人口の予想推移 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「人口ピラミッドデータ」 

少子高齢化、少子化によって訪れる大規模な人口減少は、生産年齢人口3の大幅な減少へと

繋がり、経済成長に不可欠な要素である労働人口の減少、そこから日本の経済の中長期的

な縮小へと繋がっていく可能性が懸念されている4。 

                                                   
3 生産年齢人口は 15 歳以上 65 歳未満の年齢の人口層である。 
4 「日本の人口減少社会を読み解く」（2008）152－155 頁 参照 
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また、少子高齢化による人口構造の変化は、人口増加を前提に現役世代の負担で高齢者給

付を支える構造である社会保障制度の持続に深刻な影響を与える5 

現役世代人口6の減少と高齢者人口の増加は、現役世代の負担を増大させることであり、

1970年には 8.5人の現役世代で一人の高齢者を支える状態であったが、2005年には 3.0人

で一人、このまま少子高齢化社会が続けば 1.2 人で一人を支えていかなければならないと

予測されている 4。 

 このように日本経済を支える役割を担う社会保障に深刻な負の影響を与える少子高齢化

が問題となる現在、合計特出生率の著しい低下が叫ばれている。よって、早急に出生率の回

復を実現する政策が必要であると考える。 

 

第 2節 合計特殊出生率と女性の社会進出 

 少子化を招いている出生率低下の要因の一つとして、女性の社会経済的地位の変化を考

える。男女平等社会に必要不可欠なこの変化が、経済に悪影響を与えているとしたら、女性

の社会進出と人口バランスの維持は両立不可でありということになる。   

図 2を見て分かる通り、女性の就業者数は 1980年代から 1990年代にかけて大幅に上昇

している。さらに図 3から、出産適齢期とも言われている 20代後半から 30代前半にかけ

ての女性の就業率が大きく上がっていることがわかる。女性の社会進出や女性の高学歴化

が相まって、女性の地位・所得水準の上昇が進むと、出産・子育てで仕事を辞めることで

失う機会費用も大きくなっていく。後に詳しく述べるが、仕事と出産・子育ての両立は日

本においては困難な状況となっており、女性は就業継続か退職かを迫られる。そして、働

く女性の増加が出生率を低下させるという状況の要因となっている。他の先進国でも、こ

の日本の状況と同様なことが言われている。 

 

 

 

 

  

                                                   
5 「人口減少と日本の経済」（2009）参照 
6 現役世代人口は 15~64 歳の労働を担う人口層である。 
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図 2 男女の就業人数の推移 

（出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 

「期待が高まる女性労働力～活用から活躍に向けての課題～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 年齢階級別女性の就業率の推移 

（出典）「総務省統計局労働力調査ミニトピックス№8」 

 

しかし、近年では女性の就業率が高くなっても、出生率が下がらず、逆に上昇する国も

現れるようになった。スウェーデンやノルウェーなどが例として挙げられる。 

男女共同参画会議において発表された図 4は OECD先進諸国ではむしろ女性の労働力率

が高い国ほど出生率が高い傾向にあることが伺える。 

1970年時点では女性の労働力率7（横軸の値）が大きくなればなるほど合計特殊出生率

（縦軸の値）が小さくなる負の相関関係が見て取れるが、1985年時点の図では横ばいにな

り、2000年時点では正の相関関係に変化していることが見て取れる。 

                                                   
7 労働力率とは、生産年齢人口に対する労働力人口の比率のことである。生産年齢人口は

15 歳以上 65 歳未満の人口層である。 
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図 4 OECD加盟 24か国における女性労働力率と合計特殊出生率 

（出所）内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 平成 18年版」 

 

しかし、日本では未だに女性の社会進出が出生率を停滞させる形で作用してしまってい

る。図 5では、日本の女性の労働力率が、出産適齢期である 20代後半から 30代前半にか

けて大きく減少していることがわかる。先ほど述べたように、仕事と家庭の両立が困難な

状況にあるからである。女性の労働力率と出生率を共に上昇させた国と日本の違いは、そ

の両立を可能にさせる政策8をしたかどうかにあり、その環境を整えることが、増加してい

る日本女性の労働力と出生率の上昇に必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 年齢階級別の労働参加率 

（出所）内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 平成 23年版」 

                                                   
8ノルウェーの「パパ・クオーター」やスウェーデンの「パパの月・ママの月」制度など  
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第 3節 伝統的な性別役割分業の意識 

 日本の女性の就業率が、年齢別に見たときに出産・育児期に当たる 20代後半から 30代

前半に一旦落ち込み、子育てが一段落したところで再び上昇する「M字型カーブ」を描く

とき、それが仕事と家庭の両立の困難さから来ることは前節で紹介した通りである。 

その両立が困難となる要因として、育児責任を担う役割を女性に期待する社会の意識を

女性が受け入れてしまっていることが考えられる。諸外国では「夫は外で働き、妻は家庭

を守るべきだ」という男女の役割分業に対する反対意見が圧倒的に多いが、日本では逆に

賛成意見が多い状況だ。現在では、男性も女性同様に様々な生活ニーズと仕事の両立を望

むようになってきたが、男女の役割意識が根強く残っていることが職場の雰囲気に影響を

与え、出産・育児をする女性は仕事を続けたくても出来ず、また育児をしたいと望む男性

も時間を取れない現状に繋がっている9。女性が出産・育児を経ても就業継続するために

は、男性の育児参加が一つの要因となり、その二つを可能にするためにはやはり働き方を

改善させる両立支援政策が不可欠である。確かに従来に比べ、男性・女性共に様々な形で

私生活と仕事を両立する意向が高まってきている。しかし、男女の役割意識が社会的に根

強く残っていることが職場の雰囲気などの環境に影響を与え、出産・育児を選択する女性

は就業を継続する意思が実現しにくい現状につながっている。女性が出産・育児を経ても

就業継続するためには、男性のより積極的な育児参加が必要である。 

  

                                                   
9 佐藤・武石（2004) 
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第 2 章 現状分析 

 本章では、日本において伝統的に根付いていた性別役割分業に対し、男性が現在どのよう

な意識を持っているか、その変化と実際の生活は一致しているのかを述べていく。 

第 1節 男性の意識 

 ここでは、まず男性の性別役割分業に対する意識について述べていく。女性の就業割合が

増加し、共働き世帯が増加したことで、「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業意識

が、女性だけでなく、男性の中でも変わってきている10。 

 図 6は性別役割分業に対する賛否の割合を表している。昭和 54年度の調査では「賛成」、

「どちらかといえば賛成」が 7割を越えている。しかし、近年はその割合が減少し、平成 14

年度の調査では 5割を下回っている。それに対し「反対」、「どちらかといえば反対」の割

合は、昭和 54 年度の 2 割程度から平成 14 年度には賛成派と同程度の割合となり、平成 19

年度からは過半数を超えるようになった。このことから明らかなように、男性の意識は近年

では大きく変わってきており、家庭にも関わろうという意向が高まっていることがわかる。

平成 21年度の調査のみだが、女性も過半数が性別役割分業の意識に反対をしていることが

明らかとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」といった考え方について 

（出所）内閣府男女共同参画局 

「男性にとっての男女共同参画」に関する意識調査報告書（2011年） 

                                                   
10 「ワーク・ライフ・バランス―仕事と子育ての両立支援」（2008）参照 
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図 7 は、2006 年の有業で既婚者である男性の希望する優先事項と、現実の状況をグラフ

に表したものである。希望では「仕事の優先」の割合が 1割にも満たないのに対し、約 4割

近くの男性が、「育児も含めた「生活と仕事の両立」あるいは「生活と仕事とプライベート

の両立」を希望していることが分かり、ここからも性別役割分業の意識は弱まっていること

が窺える。しかし、現実としては仕事を優先している割合が過半数であり、男性の希望と現

実が合致していない現状にある 10。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７（出所）内閣府男女共同参画局 

図 7 男性既婚有業者のワーク・ライフ・バランス11の希望と現実 

（出所）内閣府男女共同参画局「少子化と男女共同参画に関する意識調査」 (2006) 

 

第 2節 男性の育児参加意向と現状 

 前節では、男性の抱く性別役割分業の意識が女性と同じく変化し、家庭にも関わろうとす

る意向が高まってきていることを述べた。家庭に関わるという意向は、子供を持っている、

あるいはこれから子供を持ちたい男性の育児に関する意向にも繋がる。 

図 8は男性の育児参加への考えをグラフにしたものである。東京都内の企業の従業員の

みのアンケートではあるが、男性の育児への参加意識は、年齢が低くなるにつれ大きなも

のとなっている。男性の性別役割分業への意識の変化が、子育てへの意識の変化に繋がっ

ていることは明らかである。 

                                                   
11 内閣府によって目標とされている「仕事と生活の調和」の通称 
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男性の育児への意識が変わり、育児参加が積極的になれば、その分女性の育児の負担が

軽減されることになり、女性が育児と仕事を両立させやすくなる。そして、育児に男性が

より関わることを可能にするための 1つの要素、男性の育児休業12取得に関して述べてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 

 

 

図 8 男性の育児参加への考え 

（出所）東京都産業労働局「男女雇用平等参画状況調査」（2014） 

 

また、図 8と同様に東京都内のみの調査であるが、図 9では男性の育児休業の取得意向

を、40代までの年代別に調査し、グラフに表したものである。全体的に取得したいと思う

男性は過半数を超えており、実際に子供を持ち始める可能性の高い 20代、30代では 7割

までもの男性が取得したいと考えている。ここでも、年代が低くなるほど取得意向が高ま

る傾向があり、男性の性別役割分業の意識の変化が育児に対する意識の変化に繋がり、そ

こから育児休業に繋がっていると推察できる。 

 しかし、前節で男性の希望と現実の状況とが大きく異なっていると述べたように、育児休

業の取得についても、取得意向と現実とが大きくかけ離れてしまっていると考えられる。 

 

                                                   
12 詳しい制度は第 3 章にて述べていく。 
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図 9 男性の育児休業取得意向調査 

（出所）東京都産業労働局「男女雇用平等参画状況調査」（2012） 

 

表 1は平成 8年からの育児休業取得の推移を男女別に表にしたものである。女性は取得

率が平成 8年の 49.1%から平成 20年までに約 2倍の 90.6%まで上昇し、その後の取得も上

下はしているものの、8割以上の取得率を維持している。一方男性は平成 8年から上昇し

てはいるものの、元々の取得率の低さと女性の上がり方を比較して考えれば、その上昇は

微々たるものに過ぎず、取得率は 1割にも満たない。 

 

表 1 男女の育児休業取得率の推移（%） 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省「平成 24 年度雇用均等基本調査」（2012） 

 



ISFJ2015 最終論文 

 

13 

 

図 10は男性の育児休業後の就業継続を取得期間別に表したグラフである。ここで注目

したいのはその推移よりも、取得期間である。休業後も就業を継続した男性の育児休業の

期間の割合は、平成 22年度と平成 24年度どちらも 2 週間未満が 6割に達しており、さら

に全体でも 5日未満の割合が最大となっており、育児休業取得が可能であった男性も、そ

の取得期間は多くの場合ごく短いものになっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 10 男性の取得期間別育児休業後復職者割合 

（出所）厚生労働省「平成 24年度雇用均等基本調査」（2012） 

 

育児休業の取得率、取得期間の双方から見ても、男性の育児休業取得は育児に対する意

識の変化に全く追いついていない現状にあることは明らかである。 
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第 3 章 育児休業制度とその問題点 

 本章では、日本の育児休業がどのようなものであり、何を目指した制度であるのかを取

り上げ、その上で現在の育児休業の問題点がどのようなところにあるのかを述べ、我々の

政策提言へと繋げていく。 

第 1節 現行の育児休業制度13 

 男女共に育児休業を取得できることを定めた現在の法律の基本である「育児休業に関す

る法律」が 1991年成立、1992年に施行された。1995 年に「育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改称され、介護休業制度が盛り込まれた。そ

して現行の制度は 2009年 6月に改正され、一部を除き 2010年 6月 30日に施行されたもの

である。 

おおまかな制度の概要として、労働者はこの制度を申し出ることにより子が１歳に達す

るまでの間（一定の場合１歳６か月に達するまで）育児休業をすることができる。育児休

業は労働者の事業主に対する申出を要件としており、事業主は要件を満たした労働者の基

本的に育児休業の申出を拒むことはできないが、労使協定を締結することにより妻が専業

主婦など、「配偶者が常態として育児休業に係る子を養育することができると認められる

労働者」に該当する場合は、事業主は労働者（夫）からの育児休業の申出を拒むことがで

きてしまう。しかしこのような労使協定が締結されていても、男性労働者の場合、その妻

が産後８週間までの期間であれば「配偶者が常態として育児休業に係る子を養育すること

ができると認められる労働者」には該当せず生まれた子について育児休業を必ず取得する

ことができる。また、子が１歳６か月に達するまで育児休業ができる事例もあり、保育所

に入所を希望しているができていない場合、または子の養育を行っている配偶者で１歳以

降の子を養育する予定であったものが死亡、負傷等の事情により子を養育することが困難

になった場合は育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が１歳まで育児休業をし

ていた配偶者に替わって子の１歳の誕生日から休業することもできる。 

2010年 6月 30日に行われた育児介護休業法改正・施行での主な改正内容は 5点、その

中でも、3歳までの子を養育する労働者について短時間勤務制度・所定外労働（残業）免

                                                   
13 厚生労働省 HP「育児・介護休業法のあらまし」参照 
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除制度などから 1つ選択して制度を設けることが事業主の義務であったのが、3歳までの

子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度（1日原則 6時間）を設ける

ことが事業主の義務になり、3歳までの子を養育する労働者は請求すれば所定外労働（残

業）が免除されるようになった点、父も母も、子が 1 歳に達するまでの 1年間育児休業を

取得可能であったのが母（父）だけでなく父（母）も育児休業を取得する場合、休業可能

期間が 1歳 2か月に達するまで（2か月分は父（母）のプラス分）延長される（以下パ

パ・ママ育休プラス）ようになった点、育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別

な事情がない限り再度の取得は不可能だったのが、配偶者の出産後 8週間以内の期間内に

父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度の取得が可能となった点

が育児休業にとって大きな点とされている。 

 

第 2節 アベノミクスにおける取り組み 

 2013 年 4 月、女性に対して、育児休業の取得期間を 3 年に引き延ばすという政策が発表

された14。これによって、5 年間で待機児童を減少させるのが目的であるが、これは女性が

仕事を続けていく上でも大きな利点となるであろう。 

2013年 5月に発表された若者・女性活躍推進フォーラム提言15の「我が国の女性の活躍

推進について」の継続就業に向けた支援の一部として育児休業に関する取り組みがなされ

ている。子どもが３歳になるまで希望する男女が育児休業や短時間勤務を取得しやすいよ

う環境整備を働きかけ、育児休業中や復職後の能力アップ等に取り組む企業への助成制度

の創設、中小企業に対する支援（「育休復帰支援プラン16（仮称）」の策定支援、育児休

業者の代替要員確保への助成、好事例の収集・公表）、そして次世代育成支援対策推進法

の延長・強化の検討がなされている。また、注目すべきは男性の育児等への参画促進であ

り、イクメンプロジェクトの拡充や男性社員・管理職向けの働き方の見直し等のセミナー

の実施がされている。これは女性の継続就業を目標としているものであるが、その中の一

環として育児休業制度の改善にも取り組んでおり、育児休業中や復職後の能力アップに取

り組む企業への助成制度を創設するなどしている。 

                                                   
14日本経済新聞 HP「働く女性に手厚い支援 首相「育児休業３年」表明」参照 
15首相官邸 HP「若者・女性活躍推進フォーラム」参照 
16厚生労働省 HP「育休復帰支援プラン策定のご案内」参照 
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厚生労働省は 2013年 10月 25日、育児休業を取得した人に雇用保険から休業前賃金の

50％を支給する「育児休業給付」を、当初の半年間に限って 67％に引き上げる方針を固め

た17。これは子育て世代への経済支援を強化し、あまり育休を取らない男性に積極的な取

得を促すのが狙いであった。 

2015年 3月 13日に発表された少子化対策社会大網案18においても、働き方改革では、男

性の育児休業取得率を 2.03％（13年度）から 13％に上げることや、男性が配偶者の出産

直後に休暇を取得する割合を 80％にするといった数値目標も盛り込まれた。それは、長時

間労働などにより男性の家事・育児への参画が少ないことが少子化の原因の一つであり、

従来の働き方に関する意識を含めた改革が必要不可欠であるという概念に基づいている。 

大網案では、長時間労働の是正に加え、人事評価制度の見直しなど経営者・管理職の意

識改革の促進、また、男性が出産直後から育児を行えるような出産直後の休暇取得の促進

など、実効性の高い方策を推進し、育児休業の取得や短時間勤務がしやすい職場環境の整

備をしている。また、父親も子育てができる働き方の実現に向けて、父母がともに育児休

業を取得する場合に育児休業取得可能期間を延長する「パパ・ママ育休プラス」や、育児

休業給付の休業取得後 180 日間の割増給付が父母双方に適用されることなど、制度の周知

と定着を推進し、男性の育児休業の取得促進を図っている。また、男性が育児休業や子育

てのための短時間勤務を取得することを妨げるなどの行為がないよう企業に対する指導の

強化・徹底等を行っている。そして、特に負担がかかる出産直後の女性をケアする意識を

高めるため、男性向けの新たな目標を設けた。また、自治体などが男女の出会いの機会を

つくるのを政府が支援し、3人以上の子供を持つ家庭には保育料の無償化の対象拡大など

を検討。子育ての負担軽減を目指すとしている。 

2015年 9月 24日にも、「新三本の矢」という新たな目標を掲げ、 その中の二番目の矢

が「夢を紡ぐ子育て支援」といい、現在 1.4程度の出生率を 1.8まで回復させ 50 年後も

人口一億人を維持しようとしている。 

 

                                                   
17 47NEWS（よんななニュース）HP「育児休業給付増額、賃金の６７％ 当初半年間、

男性の取得促す」参照 
18 社会ニュース記事アグリゲーション HP「少子化社会対策大綱案まとめ、主な数値目標

は？ 男性の育休取得も」参照 
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第 3節 育児休業制度の問題点 

 現在行われている育児休業の制度の問題点は、前節で述べたように「育児休業は特別の

事情がない限り１人の子につき１回であり、申し出ることのできる休業は連続したひとか

たまりの期間の休業でしかない」ため、柔軟性に欠ける点にある。法の改正に伴い、配偶者

の出産後 8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても再

度の取得が可能ということになったが、その再取得も一度のみで、女性の取得規定はその一

度が原則となったままである。短期間の取得の割合が多い男性にとっては取得しやすい制

度になっているとは言い難く、期間が長期になりやすい女性にとっても柔軟な制度ではな

い。企業によっては複数回の休業の申し出を受け入れる企業も存在しており、制度を上回る

そういった制度は奨励されてはいるものの、企業の判断に任せるものとなっており、大多数

の企業が法律通りの最低限の制度を導入するに留まっているのが現状であるエラー! ブッ

クマークが定義されていません。。近年出生率の上がった国と比較すると、スウェーデン、

ノルウェーなどにおいては、育児休業の取得期間は分割可能で複数回の取得ができるもの

となっている。また、日本では、短時間勤務と所定外労働の免除は義務化されたが、育児休

業とは別の位置づけにあり、多様な育児休業のあり方とは言えない。フランス、ドイツなど

では、短時間勤務や勤務時間の分割が、育児休業制度の一環として組み込まれている。この

ように、他国では個人が柔軟な育児休業の取得を可能にする政策が行われている。育児に対

する意識とそれにつれた働き方の希望が変化してきている近年において、現在の固定化さ

れている制度ではなく、個々に応じた柔軟な育児休業の取得のできる制度が必要である。 

 また、男性の育児休業促進のため、法の改正により、ドイツやスウェーデンで行われて

いるパパ・クオーター制に類似した「パパ・ママ育休プラス」が施行された。現行の父と

母どちらの育児休業期間の上限は子が１歳に達するまでという制約に、両親共に育児休業

を取得した場合、この１歳 2ヶ月まで期間が延長され、育児休業給付金の給付期間がその

2 ヶ月分だけ増加するという制度を追加することで、その機会を失うことを回避しようと

することが、男性が育児休業を取得するインセンティブとなることを目的としている。 

 しかし、実際には男性の育児休業の上昇は大きな変化を見せず、現状この制度の効果は

見られない。その理由の一つには、男女の賃金格差が上げられる。図 11で明らかように

日本は、男女の賃金格差が欧米諸国と比べて大きく、男性の収入の方が高いケースが多
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い。よって、現行の給付金の給付率では、男性の育児休業の取得によって収入が大きく減

ってしまうので、2ヶ月分の給付金の増加は取得促進に大きな意味を持たない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 OECD平均から見た男女の賃金格差の国際比較 

（出所） 厚生労働省「平成 24年版厚生労働白書－社会保障を考える－」（2012） 

 

また、1歳 2ヶ月分の育児休業を上限まで使おうとする場合、制度上原則として取得は

一度のみで再取得不可であるため、男性は最低でも 2 ヶ月分のまとまった長期休業を取る

ことを余儀なくされる。これまで述べてきたように、日本では男性の両立支援は企業側に

浸透しておらず、男性が育児休業を取れる環境が整っていない。さらに、取得後の不安も

残る現状では、取得者の大多数が短期間の取得であるという状況も変わらず、この制度は

今のところ効果を発揮していない。 

 以上の二点を考慮し改善することが、パパ・ママ育休プラスを男性の育児休業取得のイ

ンセンティブにつなげるために必要がある。 

また、男性の育児休業取得の阻害要因に関しては、その制度の認知度の低さにも原因が

ある。図 12では、男性正社員の育児休業制度とその内容に対する認知度を表している。

図を見て明らかなように、どの項目でも「あまり知らなかった」、「全く知らなかった」

が過半数を超えており、さらにパパ・ママ育休プラス、父親が再度の育児休業を申請でき

る制度などの、近年に改訂された項目ほど、その認知度の低さがより顕著なものとなって

いる。こういった状況では、育児休業制度によって男性の子育ての意識を高めることは難

しくなり、育児に参加したいという意識がある男性の育児休業に取得に繋がらない要因と

なる。このような状況の改善のためにも、育児休業制度を労働者に広く伝えることが必要
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であり、男性の制度認知・理解を進ませることも、育児休業取得の促進に繋がると考えら

れる。 

 

 

図 12 

 

第三節 企業に残る性別役割分 

 

 

図 12 男性の育児休業制度の認知度 

（出所）厚生労働省 

「平成 25 年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（2013） 

 

他の問題点として、法的な強制力のなさが挙げられる。前章でも述べている通り、男性の

育児休業取得は依然として大きな進展がないままである。その原因には、働いている職場の

環境が大きく関わってきている。図 13は男性の育児休業が取得できなかった理由を調査・

集計し、グラフに表したものである。取得意向がある男性の理由は多々あるが、そのなかで

最も割合の高い回答は「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だったから」となっている。

他にも、「会社で育児休業制度が整備されていなかった」「男性の両立支援制度の利用に会

社職場の理解がなかった」など、育児休業を取得できない理由において、会社・職場の環境

による理由が非常に多いことが分かる。これは、育児休業は女性がとるものという、性別役

割意識が企業の中に深く残っており、それによって男性が育児休業の取得づらい環境が形

成されてしまっているからであるエラー! ブックマークが定義されていません。。 
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図 13 取得意向別育児休業非取男性の育児休業が取得できなかった理由 

（出所）厚生労働省 

「平成 25 年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（2013） 

 

また、図 14－１、14－2では男性のみではないが、育児休業取得者の取得期間別の、取

得前の仕事の感覚に戻るのに必要だった期間と、取得後の仕事内容の希望の合致度を表し

ているグラフである。期間が長期化するほど感覚の戻る時間、希望の仕事と現実の差異は

大きくなっていることが分かり、期間が短くてもある程度仕事への影響が出ていることが

分かり、男性の育児休業取得に不安が残るものであることが分かる。男性が取得しても短

期間であるのはこのためであることも考えられる。また、女性にも長期の取得に不安が生

じる。この不安は図 13の調査の「後のキャリア形成に影響しそうだから」や「同じ仕事

や職場に復帰の目処が立たなかったから」という理由へとつながり、両立支援の理解の少

ない企業環境が男性の育児休業の障害になっていることが推察できる。 

このような状況は、表 1男性の育児休業の取得率の推移から見て、改正などを行っても

依然として残ったままの問題であり、最低限度の基準のみを定め、促進を試みるのみの育

児休業の法律では、企業の意識は中々変化していかず考えず、男性の育児休業の取得も上

昇は見込めないと考えられ、男性の育児休業を上昇させるためには、より強制力のある法

の整備が必要となる。 
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図 14－119 育児休業取得前の感覚に戻るのに必要だった時間 

図 14－220 育児休業復帰後の仕事内容の希望とその合致度 

（出所）厚生労働省 

「平成 25 年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（2013） 

  

                                                   
19 縦軸は育児休業の取得期間、横軸は仕事の感覚が戻るまでの期間の割合を示している。 
20 縦軸は育児休業の取得期間、横軸は取得後の仕事内容の合致度の割合を示している。 
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第 4 章 先行研究 

 本章では、女性の就業と男性の育児参加と育児休業取得、そのための両立支援策の、そ

れぞれの観点での先行研究を挙げ、それらが出生率を上げていくことにむすびついていく

ことの根拠としていく。 

第 1節 女性の就業と出生率 

丸尾（2007）では、近年の北欧福祉国家の出生率が、一度低下傾向になり、そこから再

び上昇する U字型の趨勢を示していることから、経済発展に伴う分配関係の U字型発展の

仮説をもとに経済発展の段階（一人当たり GDP）と、出生率についての分析を行ってい

る。結果として、この二つも同じように U字型を示した。これは、出生率の低下趨勢が続

くと、人々の幸せにとって好ましくない問題が生じてしまい、その問題が改善されるよう

に意識がはたらき、政策・制度が変化していくためだと述べられている。 

 それに加え、女性就業率が高く、一人当たり GDPも高いスウェーデン、デンマーク、ノ

ルウェー、オランダ、フランスの出生率が U字型に回復をみせていることから、経済のあ

る発展段階までは、女性就業率が上昇すると、出生率が低下する関係にあり、経済がさら

に発展し、女性の就業が一般化し、上昇すると、出生率が U字型に回復すると主張してい

る。 

さらに、その女性就業と出生率の同時回復をするために、「男性は仕事、女は家庭で育

児・家事」といった、日本の未だに根強く残っている「伝統的身分的関係」に基づく慣

習・制度を変えていく必要があるとも述べられている。 

山口(2009)では、家計経済研究所の『消費生活に関するパネル調査』のデータを用いた

分析を通して、以下のような結論が述べられている。中小企業に勤める有配偶女性の出生

率は、育児休業があれば専業主婦の出生率より高くなり、育児休業がなければ低くなる。

大企業や官公庁に勤める有配偶女性の出生率は、育児休業があれば専業主婦の出生率と優

位に変わらず、育児休業がなければ低くなる。以上のことから職場で育児休業が得られる

ならば女性の雇用の増加が出生率を低下させることはないと言える。 

加えて、1子目の育児でのネガティブな体験、特に夫の育児への協力がないことが 2子

目を欲しない女性を生み出している。夫婦の対話や夫の育児の役割分担の増加は、妻の出
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産意欲を高め間接的に出生率、特に第 2子目の出生率を上げる。家庭における夫の役割

を、家計を担うことに限定する伝統的役割分業のもとで、少子化は進行すると考えられ

る。 

また、山口（2009）では 1980-2002年の OECD諸国における出生率と女性の労働力参加

率の関係の変化の分析も行っており、 

① 仕事と家庭の両立度の高さは出生率を上げる。 

② 女性の労働力参加率と出生率には負の相関が見られるが、「職場や労働市場の柔軟

性による仕事と家庭の両立度」が高いほどその負の関係は弱まり、両立度が十分高

ければ女性の労働力参加率の増大は出生率の低下をもたらさない。 

③  少子化傾向は、仕事と家庭の両立度の達成が低い日本と南欧諸国において他の

OECD諸国より顕著である。                  

という結論を出している。したがって少子化問題は主として仕事と家庭の両立する社会環

境の問題で、価値観の変化の問題ではないと主張している。 

 また、武石（2008）では、日本の女性就業の現状、それと出生率の関係を、国際比較を

用いて述べている。女性は、出産・子育てと仕事のどちらかを選択せざるをえない状況に

なることが多く、日本では、妊娠・出産を契機に仕事を辞める人女性が過半数を超えてい

る。日本を含む多くの先進国では、女性の社会進出が進み、1970年代から 1980年代にか

けて女性の労働力率の上昇と出生率の低下が同時に起こり始めるようになった。そして、

女性の高学歴化と相まって、女性の地位・所得の上昇が進むと、出産・子育てで仕事を辞

めることで失うコストも大きくなり、そのことで出生率にマイナスに影響をうむようにな

った。日本では、職業のキャリア形成を重視する女性の増加により、少子化が一気に進行

してしまった。しかし、近年では、女性の労働力率が上昇しても出生率が下がらない、あ

るいは上昇する国が現れ始めた。こういった国に共通する特徴を、働き方の柔軟性を確保

し、男女の雇用機会均等を進めたことにより、仕事をしながら子育てを出来る環境を整え

たことであるとしている。そして、そういった環境を整え、仕事と子育ての両立支援策を

進めることが、女性の就業と出生率の上昇に大きく影響を与えると主張している。 

 

第 2節 日本における子育ての現状 

ここでは日本における子育ての現状についての研究を挙げていく。 
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 武石・佐藤（2004）では、日本の女性の就業率が、年齢別に見たときに出産・育児期に

当たる三十代前半に一旦落ち込み、子育てが一段落したところで再び上昇する「M 字型カ

ーブ」を描くという事実を、育児責任を担う役割を女性に期待する社会の意識や、女性が

その役割を受け入れてしまっている現状を集約したものとしている。他国では、「夫は外

で働き、妻は家庭を守るべきだ」という男女の役割分業に反対意見の割合が圧倒的に多い

が、日本では逆に賛成意見が多いことが述べられている。現在では、男性も女性同様に

様々な生活ニーズと仕事との両立を望むようになってきたが、そういう男女の役割意識が

根強く残ってしまっており、それが職場の雰囲気にも投影され、出産・育児をする女性は

仕事を続けたくても出来ず、また育児をしたいと望む男性も、育児をするための時間を取

れない現状に繋がっていると主張している。また、女性が出産・育児を経ても就業継続す

るためには、男性の育児参加が一つの要因となり、その二つを可能にするためには働き方

を改善させる両立支援政策が必要であることが述べられている。 

 山口（2009）では、妻の側から見た夫婦関係満足度から、育児についての研究をしている。

「心の支えになる人」としての夫への信頼度に影響するのは、主に家庭におけるライフワー

クバランスの特徴で、具体的には夫婦共有の主要生活活動数、夫婦の平日会話時間、夫婦の

休日共有生活時間、夫の育児負担割合である。そして、第 1子出産に伴い、妻の夫婦関係満

足度は低下する。その低下の大きさは専業主婦の方が有業の妻より大きい。これは専業主婦

が未経験の育児に社会的に孤立して立ち向かわなければならない社会環境から生じている

と考えられる。 

 

第 3節 男性の育児への意識と育児参加の現状 

ここでは、日本の男性が育児の現状と、その育児に対する男子の意識の変化についての

先行研究を述べていく。第 2章でも引用した武石（2008）では、女性の就業が増加し、共

働き世帯が増加したことで、「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業意識が、女性

だけでなく、男性の意識も変わってきていると述べ、「仕事の優先」ではなく、育児も含

めた「生活と仕事の両立」を希望する男性が増えてきており、有業で既婚者である男性の

その希望の割合は三人に一人としている。しかし、現実としては仕事を優先している割合

が過半数であり、働く男性がこの状況を肯定しているわけではないとしている。現実と希

望が合致しておらず、不満が大きくなっている可能性があると主張している。 
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 松原（2008）では男性の育児休業取得について触れており、取得を推進させるための法

が施行されてはいるが、現状として変わらず男性の育児休業取得率は低調であることが述

べられている。このことに関して、武石・佐藤（2002）は男性が育児休業の取得を希望し

ていないのかについて、希望しない男性も多いが、強く希望している男性も少なくないと

している。子育て期に育児休業をしたいと考えている、強く望んでいる割合が半数程度お

り、妻の視点からでも、夫に育児休業をしてほしいと望む割合が過半数を超えていること

が明らかにされている。しかし、実際には望むだけで取れないのが現実であり、その理由

の多くが職場への迷惑や雰囲気、取得による昇進の遅れなどの仕事に起因しているとして

いる。 

また、変化してきているとはいえ、男性個人の育児への関心をより広く高めていくこと

も必要であるとしている。 

 

第 4節 男女の育児と就業の両立と企業 

先程も挙げたが、働き方の改善や職場環境の見直しといった、男性と女性の仕事と育

児・家事の両立支援政策が必要であるという見解がなされている。丸尾・川野辺・的場

（2007）では、男性の育児休業を現行の制度ではなく、スウェーデン・フランスのような

働く人の意思に応じた部分的育児休業取得など、育児休業制度にバリエーションをもた

せ、柔軟な利用の形を作れば、女性だけでなく男性も育児休業を取得しやすくなり、企業

側も取得させやすくなることを述べている。また、武石（2008）でも、育児休業を含めた

働き方の柔軟性を追究することが、女性の労働力率の上昇に必要であるとしている。 

 また、両立支援政策を進めることは企業側の経営にもプラスの影響を与えることを武石・

佐藤（2001）は述べており、そういった仕事と家庭の両立が進めば、仕事の効率化や情報の

共有化の仕組みなどのワークシェアリングの制度が形作られるようになり、それが女性の

地位向上や、若手の能力開発・発揮の機会に繋がるとしている。武石（2008）では、両立支

援策ついて内閣府が行った調査から、「仕事の進め方について職場内で見直すきっかけとな

った」、「各人の理解が深まった」、「利用者の仕事を引き継いだ人の能力が高まった」な

どの意見が多くの割合を占めていることを明らかになり、企業にとってメリットがあるこ

とが主張されている。 
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第 5節 出産に対するインセンティブ 

出産に対するインセンティブについて行われた先行研究としては、山重(2013)が挙げら

れる。山重は消費と子どもの数に対する効用関数を用いて出生行動に関する意思決定に影

響を与える要素について明らかにしている。山重の提唱する理論モデルは以下のようなも

のである。 

 

   c + whn + pgn +wT + I + φ(n)   ･･･① 

 

  c：消費 

  w：賃金率 

  h：子供 1人あたりの育児時間 

  n：子供の数 

  p：育児財の価格 

  g：育児財の量 

  T：余暇を除いた総利用可能時間 

I：不労所得 

  φ(n)：子供n人に対して得る所得 

 

hとnの積は子供n人の育児時間に相当する。hnの時間、育児をせずに労働に費やした場

合、その主体はn人の子供を育児した場合と比べてwhnの賃金を追加的に得ることが可能と

なる。すなわちwhnは育児をすることの機会費用に相当する。また、pgnは子供n人に費や

される育児財の総額に相当するため育児の実費用となる。つまり、左辺の各項を合計する

とn人の子供を産んだ(育てた)場合の総費用に相当する。対して右辺については、wTは労

働が可能な時間に賃金率を乗算したものであるため実際に得ることのできる労働所得であ

る。それに不労所得21とn人の子供に対して得る所得22を加えたものが右辺となる。すなわ

ち、右辺は人の子供を産んだ(育てた)場合の所得の合計を表している。これにより、所得

と費用を同値と定めた予算制約がこの基本モデルの条件式となる。 

                                                   
21 主に配偶者の所得を計上するものとする。 
22 子供を持つことで得られる給付や子供からの所得移転を主として考えられる。 
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上記のように定式化された条件式を満たすcとnの組み合わせの中で効用が最大になる

点、すなわちmaxU(c, n)が得られる点を選択するという最適化問題によって意思決定が下

されることを仮定する。23この最適化問題の 1階条件はλをラグランジュ乗数とすると以下

のようになる。 

 

 ∂L
∂c⁄ = 0:Uc = λ         ･･･② 

   ∂L
∂n⁄ = 0:Un = λ(pg + wh − φn)   ･･･③ 

 

 ②はcの限界便益(Uc λ⁄ )が限界費用(1)に達するまでcを増加させることが最適であること

を示す。同様に③はnの限界費用(Un λ⁄ + φn)が限界費用(pg + wh)に一致するまでnを増加

させることが最適であることを示している。そしてこれら 2つの条件式は以下のように纏

めることができる。 

 

  
Un

Uc
⁄ = pg +wh − φn    …④ 

 

④は消費と子供の限界代替率が消費の価格を 1としたときの子供の価格(pg + wh − φn)と

の相対価格に相当することを表している。 

よって、出生行動に影響を与える主要素は「育児の金銭的費用(pg)」「育児の機会費用

(wh)」「子どもによる収益(φn)」の 3つであることが明らかとなる。以上が山重の主張

である。 

 

第 6節 先行研究と本稿の位置づけ 

 第 1節から第 4節で挙げられた 4つの観点から、女性の就業継続と出生率を共に引き上

げるための仕事と家事育児両立支援策の推進、変化していく男女の意識と両立の可能とな

る環境作りが必要であり、現行の育児休業制度をよりこれに適する形へ改正することで出

生率の上昇は実現できると考えられる。 

                                                   
23 このモデルでは人々の効用は消費と子供の数のみに依存すると仮定されている。 
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 また、山重(2013)で用いられた消費と子どもに関する効用関数によると、各主体により

多くの子供の数を選択させるには消費財に対して子供の価格を下げる、すなわち「育児の

金銭的費用(pg)の減少」「育児の機会費用(wh)の減少」「子供による収益(φn)の増加」

のいずれかを実現すればよいことがわかる。 

そこで「育児の機会費用の減少」を個人に与えるファクターとして考えられるものが育

児休業制度である。育児休業を取得した際は本来機会費用として全て失われていた育児時

間に対する賃金を、現行の制度ではその 3分の 2を給付として得ることができる。すなわ

ちこれは、育児時間に対する賃金の機会損失が 3分の 1になっていることを表す。これに

より、個人が育児休業を取得することを選択するとその個人が子供を得る際の消費と比べ

た相対価格が下がり、育児休業を取得しない場合に比べてより多くの子供を得ることが効

用を最大化させる最適な行動となるのである。よって、育児休業を促進しより多くの主体

が育児休業を取得する選択をすれば必然的に合計特殊出生率は上昇する。 

 本稿ではこのことに着目し、育児休業の推進及び制度の是正を出生率回復の手段として

考え、その妥当性及び有用性について次章にて独自の分析によって明らかにし、新たな政

策提言を行うものとする。 
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第 5 章 実証分析 

本章では、実際に育児休業を取得し、主に男性が従来に比べ積極的に育児休業を取得し

育児に参加するようになった際の出生率への影響を分析し実証する。分析にて扱うデータ

は東京大学社会科学研究所付属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJデータアー

カイブによる「第 8回結婚・出産に関する調査,2014」(以下、「SSJDAによる調査」)の個

票データを出典とするものである。 

 

第 1節 変数の設定 

 SSJDAによる調査はアンケート方式であり 20歳から 49歳までの男女 3616名に対し 95

項目の質問をしている。その結果を元に男性の育児休業取得による出生率上昇効果を分析

する。具体的に分析を行うのは、「男性育児参加度」と「理想とした子供数と実際の子供

数のギャップ」との相関と「男性の家事貢献度」と「第 2子出産ダミー24」との相関の 2

つである。 

 男性の育児参加度を表す変数には SSJDAによる調査の Q82の結果を用いる。Q82 は

「〈男性はあなた自身、女性はあなたの配偶者についてお答えください〉育児にどれくら

い関わっている(いた)と思いますか。あてはまるものを 1つお選びください。」という質

問内容であり、選択肢が「積極的に関わっている(いた)」「どちらかといえば積極的に関

わっている(いた)」「どちらかといえば消極的である(あった)」「消極的である(あっ

た)」「どちらともいえない・わからない」の 5つで設定されている。これを元に男性育

児参加度という変数を定義する。ただし、「どちらともいえない・わからない」を分析に

含めると結果の正確性に影響が出る可能性があるため、この選択肢を含む 5段階の場合と

含まない 4段階の場合それぞれを用いて各分析を行うものとする。5段階の場合は「どち

らとも…」を中間とした 1から 5の 5つ整数からなる変数。4段階の場合では 1から 4の

4 つの整数を用い、どちらの場合も値が大きくなるほど積極的であるように設定する。 

 理想とした子供数については SSJDAによる調査 Q60 の「子供は何人が理想ですか。現実

とは関係なく、理想の人数を男女別にお答えください。」という質問に対する回答から男

                                                   
24 2人以上の子供がいる場合を 1、それ以外を 0とした。 
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女の数を合計したものを扱う。25そこから実際に持っている子供数26を引いた差を計算し、

これを「ギャップ子供数」と定義する。 

 上記のように設定したギャップ子供数を被説明変数とし、説明変数として男性育児参加

度に、ギャップ子供数に影響を与えることが予想される世帯収入(「わからない」の回答

を除く 9段階、多いいほど収入が多い)、年齢、夫婦共に休日の日に夫婦一緒にいる時間

の長さ(9段階、大きいほど長い)27の 3つを加え、育児参加度を 4段階と 5段階に分けたそ

れぞれの場合について、順序プロビットモデルを用いて分析する。 

 男性の家事貢献度を表す変数には SSJDAによる調査の Q49の 3つ目の項目である「あな

たは配偶者の家事行動に満足していますか」という質問に対する女性の回答を用いる。こ

れは数字が大きいほど満足度が低くなる 5段階の変数である。 

 この「男性家事貢献度」と世帯収入、育児休業取得希望期間(Q70の結果を使用。値が大

きいほど希望する期間が長い 8段階)の 3つを説明変数とし、被説明変数である第 2子出

産ダミーとの相関を、プロビットモデルを用いて分析する。 

 

第 2節 順序プロビットモデル 

本分析に使用する順序プロビットモデルについて説明する28。一般に、変数同士の相関

を分析する手法として最小二乗法による回帰分析がスタンダードな手法として知られる

が、これは被説明変数が連続的な場合を想定したものであり被説明変数が離散的な場合に

は分析結果に多少のずれが生じる場合がある。そこで、離散的な被説明変数を対象とする

場合により正確な分析を行う際に用いられる手法がこの順序プロビットモデルである。順

序プロビットモデルは被説明変数が 3種以上の値をとりそれらに序列関係が認められる場

合に用いられる。 

 被説明変数に y=1,2,…Jと J個の序列が存在するとき、直接 yの値として観測されず各

値の間に潜在的に存在する潜在変数yi
∗は以下のように表すことができる。 

                                                   
25 ただし、男女ごとに 6人以上の場合は 6とカウントするため最大値は 12である。 
26 ただし 6人以上は 6とする。 
27 SSJDAによる調査の Q51に対する回答を基にし、選択肢 9を変数では 0と置き換えてい

る。 
28 松浦克己、コリン・マッケンジー（2009）『ミクロ計量経済学』東洋経済新報社 に基づ

き説明をする。 
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   yi
∗ = bxi + ei 

 

 この際、eiは標準正規分布に従うと仮定される。また、定数項は説明変数には含まれな

いものとする。ここで未知の閾値a1, a2, … , ajについて考えると、観察されるyiは以下のよう

に表し係数 bと閾値ajを同時に推計する。 

 

   yi = 1 if −∞ < yi
∗ ≤ a1 

   yi = 2 if a1 < yi
∗ ≤ a2 

         ⋮ 

   yi = J if aj−1 < yi
∗ ≤ ∞ 

 

 この式を一般化するとyiがランク kをとるのは以下の条件を満たすときである。 

 

   ak−1 < yi
∗ ≤ ak 

 

 よってその確率は標準正規分布の累積分布関数φを用い以下のように表される。 

 

   Pik = Pr(yi = k) = φ(ak − bxi) − φ(ak−1 − bxi) 

 

 また、被説明変数が第 2子出産ダミーのように 2段階であるものをプロビットモデルと

いうが、順序プロビットモデルはこれを一般化したものである。 

 

第 3節 分析結果 

 (i)男子育児参加度とギャップ子供数に関する分析 

当分析の対象とするサンプルとして以下の 2つの条件を満たす個表データのみを扱った。 

 

① 女性である 

② 年齢が 38歳以上である 
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条件に①を含めたのは、Q82の結果を女性からみた配偶者の積極性のみに絞る必要がある

からである。なぜなら、女性から見た配偶者の育児参加の積極性が自身の出産選択につな

がるというプロセスが存在すると考えられるためである。また、②については厚生労働省

の「人口動態統計」(2014 年度版)の嫡出出生数，結婚生活に入った年・母の年齢（各

歳）・出生順位によると、全体の出生数のうち母親がその年齢以下で出産している割合が

90%を超える境界が 38歳にあたり、38歳以上であればその世帯の子供数が決定している

(それ以降増加しない)ことが 9割以上の確率で確からしいと言えるからである。 

 分析の結果は以下の通りである。 

 

男性育児参加度を 5段階で表した場合 

 Coef. z p>∣z∣  

男性育児参加度 -0.0655332 -1.17 0.242  

世帯収入 -0.0839892 -1.46 0.145  

年齢 0.0248721 1.13 0.260  

夫婦一緒の時間 0.0335721 0.97 0.331  

 

男性育児参加度を 4段階で表した場合 

 Coef. z p>∣z∣  

男性育児参加度 -0.0838327 -1.04 0.299  

世帯収入 -0.0720105 -1.24 0.214  

年齢 0.028236 1.27 0.206  

夫婦一緒の時間 0.029326 0.83 0.404  

 

 いずれもサンプル数は 202である。係数が有意でないため信頼性に欠けるが、男性育児

参加度の係数が負となり、ギャップ子供数を減少させる効果が確認できる。 

 

(ii)男性家事貢献度と第 2子出産ダミーに関する分析 

当分析の対象とするサンプルとして以下の 2つの条件を満たす個表データのみを扱った。 
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① 女性である 

② 第 1子が小学校入学前に施設を利用せず自宅で育児を行った 

 

その結果は以下の通りである。 

 

 Coef. z p>∣z∣  

男性家事貢献度 -1.094388 -1.73 0.084 * 

世帯収入 0.7184342 1.67 0.095 * 

育児休業希望期間 0.96463 1.45 0.148  

         *は 10%で有意 

 

 男性家事貢献度(小さいほど妻の満足度が高い)が 10％有意で負の影響が見られる。サン

プル数が 17と小規模であるが、男性の家事貢献が第 2子の出生を促す効果があることが

確認できる。 
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第 6 章 政策提言 

本章では、前章までの議論・分析を元に、日本の合計特殊出生率を引き上げるために必

要なこととして、私たちは、「女性の就業と育児両立のために、男性の育児休業のさらな

る普及」、そのために、「男性ひいては女性も取得しやすい柔軟な育児休業制度」、「男

性の両立を可能にする環境の整備」が必要であると考えた。そして、その三点をそれぞれ

結び付け、機能させることが可能な政策の提言を行う。 

第 1節 特定期間の給付率の引き上げ 

第 3章第 3節で述べたように、パパ・クオーター制と類似した日本のパパ・ママ育休プ

ラス制度には欠点が存在している。その欠点の一つである、賃金格差が男性の育児休業の

取得を阻害することを解消するために、夫婦間において所得の多い側の育児休業取得時の

給付金の給付率を、2ヶ月間のみ 80%に引き上げることを提案し、そのうえで、父母とも

に育児休業を取得した場合に、子が 1歳 2ヶ月になるまで育児休業を延長できることとす

る制度とする。 

2ヶ月分の給付率を上げることで、主に女性よりも所得が高くなっている男性の育児休業

取得時の収入の減少を小さなものとすることで、男性が育児休業をとるインセンティブを

より強めることができ、短期間の取得が取得者の割合の過半数を占めている男性育児休業

取得日数の増加も見込める。2 ヶ月間の内により多く育児休業を取得する男性が増えれば、

延期された 2 ヶ月分の育児休業期間の利用も高まることが可能になることも考えられる。

男性に限定していないのは、女性の方が所得の多い家庭、専業主夫である家庭の場合が少な

からず存在しているからであり、こうした家庭に差別のない制度とするためである。 

第 2節 育児休業の分割取得 

 現行の育児休業の問題点として、育児休業をより多く取ろうとすれば、一度のみの原則に

よって、休業の期間が長期化してしまうことも挙げており、その状況を改善し、より柔軟に

育児休業を取得可能にするために、育児休業の分割取得を提案する。具体的な育児休業給付

額の決定方法は、 
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“子の出産月以前29６ヶ月間の所得の日平均額×月の育児休業取得日数×給付率” 

とし、給付率は前節通りの割合とし、現行制度と同様に一人当たりの育児休業日数が 180日

を超えた場合は 50%とする。また、育児休業取得の申請は、育児休業を取得する日付を、そ

の取得月の 1ヶ月前に申請をする。 

 職場から長期間離れるしかない現在の育児休業を分割して行うことが可能となることは、

そこから生じる男性の自分の仕事に対する評価への影響や仕事の能力低下、周囲への迷惑

などの不安を削減し、取得の容易さ、取得日数の増加へと繋がることが予測される。また、

取得期間の長期化傾向にある女性の職場からの長期間の離脱も、柔軟に育児休業を取得で

きることで回避可能となり、就業継続・職場復帰をより現実にすることが出来る。 

  

第 3節 両立支援の法制度の強化 

 本節では、男性の育児休業取得の実効性を高めるために、男性が育児休業の取得可能で

あるという事実を企業側から労働者へ広く認知させる手段としての告知義務の設定と、男

性の育児休業を阻害する根本となっている企業の環境を改善させる手段としての法定利率

の設定を提言する。 

認知活動の告知義務は、男性が育児休業制度の内容をはっきりと認知していな状態を打

開し、男性の育児休業取得をさらに促進するために制定する。その内容としては、「企業側

が年に一度必ず労働者全体に対し、育児休業制度を認知させる機会を作り、その報告をさせ、

報告がない場合、あるいは報告に虚偽の内容が記載されている場合に、その企業に対して違

反金を科す。」ことである。育児休業による紛争の調停制度が、法の改正によって整ってい

る現在では、この手段による男性育児休業の促進は有効であると考える。この制度によって、

今現在でも少なからず存在している、育児休業の有無、またはその内容を認知していない

人々に対してもその制度を広く認知させることでき、男性の育児休業取得上昇のさらなる

インセンティブとなる可能性が考えられる。 

また、企業に法的な強制力が働き、企業側の意識・環境が変化することで、男性育児休業

の取得を高めるための手段として、2012年 ISFJ日本政策学生会議に提出された明治大学千

田ゼミナールの論文、「男性の育児休業取得率上昇による女性の就業促進」において提言さ

                                                   
29 育児休業取得月から変更しているのは、計算の複雑化を緩和するためである。 
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れている、「法定取得率の制定」が有効な手段であると判断し、そこに我々独自の考えも合

わせて提言していく。 

 その論文の提言としては、 

“厚生労働省の『新成長戦略』（2010）におけて、2020 年時の男性育児休業の目標取得率

を 13%に設定されていることをもとに、男性の育児休業の法定取得率を 13%として制定す

る。具体的な内容としては、 （実際の取得率）＜（法定取得率 13%）である場合、企業は、

月額{（男性育児休業取得の対象者 13%の人数）―（実際の男性育児休業取得者の人数）}×

¥50,000 を厚生労働省に納付しなければならない。 一方、（実際の取得率）＞（法定取得率 

13%）である場合、企業は、月額{（実際の男性育児 休業取得者の人数）－（男性育児休業

取得の対象者 13%の人数）}×¥27,000 を厚生労働省から支給される。” 

というものである。 

 我々は、企業の意識・環境自体を変え両立制度を整えるためには、企業への男性に対す

る育児休業を促進する法制度のみではなく、女性の就業継続を促進する法制度も必要であ

ると考える。同じく厚生労働省の『新成長戦略』では、2020年時の第一子出産前後の女性

目標継続就業率を 55%に設定している。これを受けて、女性の出産後の法定継続率を、法

定取得率と同様に 55%に定めることする。また、取得率が月額設定されているが、われわ

れは法定取得率・法定継続率のどちらも年額に設定する。法定継続率の内容は、 

『実際の継続率が法定継続率を下回る場合、 

年額｛（第一子出産後の対象者 55%の人数）－（実際の第一子出産後の就業継続者数）｝ 

   ×\40,000 を厚生労働省に納付』 

『実際の継続率が法定継続率を上回る場合、 

年額｛（実際の第一子出産後の就業継続者数）－（第一子出産後の対象者 55%の人数）｝ 

   ×20,000 を厚生労働省から支給』 

とする。また、法定取得率も上述の式を年額に変更するのみである。金額を法定取得率よ

り下げているのは、女性の就業継続は出産後の母親の身体的な影響など、不確実性が取得

率よりも高いためである。 

 法定取得率・法定継続率を設定することによって、企業が男女の両立を支援する環境を

整えていくインセンティブとなり、男性の育児休業取得、女性の就業継続をより並行して

上昇させることが出来る。 
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おわりに 

 本稿では、日本における少子化問題について、原因を分析し、育児休業というワーク

ライフバランスを支援する政策を強化することで、日本の合計特殊出生率を上昇させると

いう目的を果たすための新たな政策を考えてきた。「女性の就業と育児両立のために、男

性の育児休業のさらなる普及」、そのために、「男性ひいては女性も取得しやすい柔軟な

育児休業制度」、「男性の両立を可能にする環境の整備」の三点をそれぞれ結び付け、育

児休業制度を機能させることによって、日本の少子化対策においてこの制度は有効な手段

となると考え、「特定期間の給付率の引き上げ」「育児休業取得の分割」「法定取得率と

告知義務」という 3点を新たな政策として提言した。 

 女性の社会進出が進む日本にとって、女性だけでなく、男性の育児参加が不可欠となる

ことは間違いない。育児をしやすい家庭環境を整えることこそが、今後の日本の少子化問

題において重要な鍵となる。そのためには、男女ともに、仕事も家庭も大切に出来る状況

を企業が、そして国が支援していかなければならない。日本以外で、少子化問題を改善す

るために育児休業制度の見直しに取り組んでいる国はその後出生率を回復させている例は

少なからずある。政府は、今後も深刻になるだろう少子化問題における改善策として、是

非育児休業制度を見直すことに力を注いでもらいたい。 

 育児休業制度を整えることによって、夫婦が協力し合って育児をし、暖かい家庭を気づ

くことが出来れば、今後の日本の人口が減少することはなくなるのではないか。 

 男女共にワークライフバランスを実現できる育児休業制度を我々が整えることによっ

て、人口減少を防ぎ、今後の日本の未来を支えていくことが出来ることを願い、本稿のま

とめとする。 
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